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■例会プログラム
：仲吉 サダ子
：新垣会長
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：日も風も星も・四つのテスト
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■ニコニコの趣旨

■新垣会長、新垣幹事ご苦労様でした。
思い通り例会も出来ないままの1年でしたネ。
次年度は皆んなで頑張っていきましょう。
コロナにまけるな‼（東江 繁子）

■新垣会長1年ご苦労様でした。
又、新会長岡江会員を先頭にロータリーの発展
に頑張ります。（許田 英子）

■新垣会長、新垣幹事、1年間本当にお疲れ様で
した。（仲吉 サダ子）

■皆様今日をもってロータリーを退会致しま
す。4年間ありがとうございました。入会の目的
は妻が活動しているロータリーを知る事でし
た。この4年間で沢山の事を学び、多くの方々と
のご縁に感謝いたします。これから妻が浦添Ｒ
Ｃの次年度の幹事を勤めさせて頂きますが、ク
ラブは違いますが、どうぞ宜しくお願い致しま
す。皆様の健康と今後の活躍をお祈り致しま
す。お世話になりました。（大城 英明）

■短い間でしたが大変お世話になりました。多
くの方々と知り合え、沢山勉強させて頂きまし
た。ありがとうございました。（新垣 裕樹）
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■新垣真由美会長、新垣裕樹幹事へ
1年間笑顔を忘れずに仕事を全うして頂き感謝で
す。（天願 勇）

■新垣会長、苦しい時期のロータリー活動あり
がとうございました。
新垣裕樹幹事ロータリーへの復帰をお待ちして
います。（茂宮 隆次）

¥61,063

会 長 挨 拶

■新垣会長、新垣幹事、1年間お疲れ様でした。
コロナをフットバセ！（新垣 義夫）

■皆さまには沢山のサポートを頂き感謝の気持
ちでいっぱいです。この1年で得た気づきや学ん
だことは今後のクラブ発展に活かせるよう努め
て参ります。（新垣 真由美）

¥437第2493回 ¥10,000

皆様、こんにちは。本日は最終例会となります。この
1年を振り返ると様々な出来事がありました。特に9
月は多くのイベントがありました。まず横浜金沢ＲＣ
との共同グローバル補助金プロジェクト”Happy
Birth Happy Baby”の一環で当クラブより6名の会
員が現地モンゴルの視察に行きました。そして台湾の
中和圓通ＲＣのメンバー、ゲスト・ビジター総勢72
名の皆様とご一緒に大変賑やかな夜間例会を開催しま
した。更に”飛衣羽衣カチャーシー大会”に会員と家
族合わせて総勢20名で参加して見事優秀賞を頂きま
した。10月には宮古島でのＩＭ、12月には新本ガバ
ナーの公式訪問がありました。後期のイベントは2月
の地区大会です。皆様のご協力のお陰で滞りなく終え
る事が出来ました。地区大会開催前後は友好クラブの
東村山ＲＣの皆様と親睦を深めました。その後3月以
降はご存知の通り新型コロナウイルス感染症の影響で
例会休会や多くの行事が中止を余儀なくされました。
その影響で年度初めに掲げた目標も殆ど未達成となり
ました。その中での反省点として、10月に宮古島で
開催されたＩＭです。宮城ガバナー補佐を輩出したク
ラブとして、20名以上の出席を目標としておりまし
たが、私の周知不足のせいで参加者が3名しかいな
かった事です。これは分区内でも問題になったよう
で、新本ガバナーから「宮城ガバナー補佐に対してク
ラブの皆さん何か不満があるのか？」と聞かれた時に
事の重大さに気づきました。そして、例年6月の慰霊
の日に合わせて平和を祈念して行う「オオゴマダラ放
蝶」を中止にした事です。休会が続いた影響で通常例
会になりましたが、先日の嘉手納基地内での火災の
ニュースを見て、戦後75年経っても未だ米軍基地の
危険にさらされている現実に戦争を風化させないよう
クラブで継続するべき大切な行事であると改めて感じ
ました。以上、駆け足で振り返りましたが、今年度は
様々な意味で記憶に残る1年となりました。
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■幹事報告 ■例会予定
<本日＞
◆第２４９４回７月１日（水）理事会　
岡江年度スタート　所信表明
◆第２４９５回７月８日（水）　
五大奉仕委員会活動計画発表
西村ガバナー補佐就任ご挨拶
◆第２４９６回７月１５日（水）　
各小委員会活動計画発表
◆第２４９７回７月２２日（水）　
各小委員会活動計画発表
７月２９日（水）特別休会
　　（定款７－１－ｄ適用による）
◆第２４９８回８月５日（水）理事会　

【幹事報告】 砂川夏海さん帰国報告会
①新旧理事引継ぎ会について ◆第２４９９回８月１２日（水）　
②第43回宜野湾はごろも祭り中止のお知らせ
【回　覧】 ◆第２５００回８月１９日（水）　
①地区ロータアク第51回年次大会について 2500回記念例会
②100周年記念バッチ頒布のお願い ◆第２５０１回８月２６日（水）　

移動例会（社会奉仕活動）
場所：宜野湾市いこいの市民パーク

④ハイライトよねやま243号のご案内 時間：11：30集合　12：30点鐘

⑥フェイスシールド寄贈へのお礼状

■会長幹事交代式

③東京本郷ＲＣより例会変更並びにビジター
　受入自粛のお知らせ

⑤宜野湾市商工会第29回通常総代会並びに
　懇親会中止のお知らせ

岡江次年度会長ご挨拶 　　　平仲次年度幹事ご挨拶

会長バッチ引継ぎ 新垣会長お疲れ様でした。 新垣幹事お疲れ様でした。

新旧会長幹事の皆様(^^♪ 城間会員より新垣会長へ花束贈呈

新垣幹事



■新理事紹介
会長 岡江 保彦
幹事 平仲 絢子 　（クラブ管理運営委員）
会長エレクト 宮城 富夫 （クラブ管理運営委員長）
副幹事 池田 彩織
副会長 白間 弘造 （クラブ管理運営副委員長）
直前会長 新垣 真由美 （奉仕プロジェクト委員長）
社会奉仕委員長 仲宗根 義次
国際奉仕委員長 アラルコン朝子
青少年奉仕委員長 國吉 一人
会場監督委員長 吉田 明正
会計 城間 幹夫 　　（プログラム委員長）
公共イメージ向上委員長 茂宮 隆次

■申し送り事項
1.名誉/栄誉会員の選任基準
2.中和圓通ロータリーとの友好/姉妹クラブ締結
3.コロナ感染症に伴う暫定処置（休会制度）

職業宣言　５．社員教育に熱意を注ぐのものも、立派な職業奉仕だ。

6月24日（水）11：30～12：00

新旧理事引継ぎ会


